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夜間の高台避難誘導の必要性と方針
地域の高台避難方向を夜間においても認識させることは、地域の安心を確保
する上で重要になります。
特徴的な地形（坂、階段など）を可視化し、地域のモニュメント（神社お寺など
の鳥居、記念碑など）を目立たせることで、高台としての認識を向上させます。
この整備は地元の方のみならず、通常時にこの付近を利用、通過する人々にも
安心を与えることになります。
また非常時（停電時）における特別な対応も必要に応じて追加できることも
重要です。

高台入り口部分を認識する為の光

予想津波の到達ライン

避難路を誘導する為の光

まちの空間の境界を認知する為の光

連続的な照明

付 近 全 体 からも高 台 の
方 向 を 意 識 で きる 。

高 台 の入り口 部 分
の 認 識 を 強 調 する 。

街全体の照明イメージ

高台入口と街路のイメージ

安心感が増幅する

（自己責任で住める）

高 台 入 口と 街 路 を つ な ぎ 安 心 感 を 高 め る



3
ともしび

高台避難誘導効果を促進する夜間の光環境整備の提言

高台入り口の手法
津波避難の安心は適切な高台入口を可視化することが必要です。

ここでは高台入口を優先的に環境整備の提案をします。

景観
地区の景観上、保存すべき歴史的要素を可視化します。

高台入口とリンクしてより地域の特性的景観を整備します。

まちづくり
地域の特性を最大限に整備する為には、

官民一体の整備が求められます。

あかりからのまちづくりは低予算で住民への負担を最低限に抑えながら

新たな景観形成からまちづくりへのアプローチを提供します。

整備方針・手順
一般的に土木的整備は将来的な展望を踏まえて整備されます。

あかりは土木整備と比較すると低予算で広範囲が整備できます。

街の発展を許容する為には、決まったあかり整備ではなく

街の発展に合わせた変容であり、あかりはそれらに対応します。

性能設計の考え方・事例
照度基準による照明設備は道路中心の計画となります。

街の特性、景観を考慮すると今までの照度基準ではなく

新たな概念が必要です。

ここではボイド照明など照明性能設計を重視した計画を提言します。

また、この手法はより安心感をもたらし、おどろくほどの省エネを実現します。

照明設備
高台避難誘導を促進し、新たな照明設備の考え方を提供します。

コストを抑えて、より現実的な照明手法は

今後の津波被災地、津波被害予想地域において必要不可欠となります。

※実用新案申請予定
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高台入口の手法

すべての要素がよく見え、はっきりしている。 一番見通しの良い正面だが、階段だけ見え

他の要素は見えない。

高台への避難を誘導する際に、高台（避難所）を認識するやすくする方法は、行き止まり

の道に進んでしまうなどの問題が発生する。そのため高台（避難所）まで通じている入り

口部を認識させることが重要である。

また、災害時に高台まで速やかに避難するためには、「ここにいたらこの高台に避難する」

という避難場所への意識を日常化していくと共に、高台入口の認識を向上させるために、

入口を印象づけている要素を調査し可視化していく必要がある。

観音寺周辺の要素認識調査

昼 夜

2011年に行った高台避難誘導の照明実験

観音寺周辺

松原町周辺

坂

高台認識方向

高台認識要素

階段 石碑・鳥居など

特徴的な建物 特徴的な景観

認識しやすい要素

主要な高台入口

主要

津波到達ライン

認識範囲

認識強度

右の図は昼と夜の調査結果である。

夜間の高台入口の認識が昼間と比較して、あきらかに低くなって

いることが判明した。
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ともしび

高台避難誘導効果を促進する夜間の光環境整備の提言

景観

坂道や階段などの特徴的地形や地域の歴史を表す鳥居や石碑、街の生活感が溢

れる文化的特徴など、この地域の財産を可視化し再認識することでこの地域に

しかない特徴的な風景を作り出します。

地形的財産

歴史的財産

文化的財産

坂道や階段などの地形を可視化、釜石にしかない風景を作る

鳥居や石碑などの地域の歴史を映し出す

まちの雰囲気をにじみだし、住みたくなるまちにする

相倉集落冬のライトアップ 富山県八尾　夢あかり

観音寺入口　石碑ライトアップ

根浜海岸　夢明かり

松原神社入り口　鳥居と階段のライトアップ



6

まちづくり

日本の街路の多くは、JIS 基準や道路構造令、道路照明施設設置基準などで定め

られた照度基準に従って計画され街・歩道・車道を分断し、路面照度をとると

いう考え方から道が目立ってしまっています。

そこで、民間と協力し、街路灯ではなく街に明かりを置くことで、インフラと

民地の境界を失くし街に意識が向きます。

これにより、街が目立ちその街にしかない風景を作り出します。

また、街の奥まった暗がりに明かりをつけるボイド照明は防犯性も向上させ地

域の安心感につながります。

官民分離 官民協力

道路 道路民地 民地民地 民地

街が目立つ道が目立つ

街路灯のみ点灯 ボイド照明（街路灯消灯）

相倉集落冬のライトアップ

街路灯を一本も点灯させず、町を際立たせる

岩手県大野村　
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ともしび

高台避難誘導効果を促進する夜間の光環境整備の提言

整備方針

整備手順
街全体規模の整備を最初に考えず、順を追って実験・検証・提案をしていく。

一部の高台入口、街路、交差点を考慮していき、街に広めていく。それにより

街の安心感をより確実に向上させていく。

整備方針手順　イメージ図

高台入口の認識を高める

要素を可視化

街全体に照明整備を広げていく。高台方向に続いている道の中で、

行き止まりになっている道も考慮し計画していく。

入口の視認性を考慮し、

左右・正面からの視認性の検証

高台入口と街路や交差点との

つながりを検証

高台に通じていない道

■設置方法
平均照度を基準にした一般的な考え方ではなく、必要な性能に対して十分

な光環境を計画する性能設計をしていく。

高台認識方向

高台認識範囲

計画範囲

地域の安心感

高台認識強度

■設置範囲・コスト
コストの高い器具を少量整備しても街全体の安心感にはつながりません。極力

低コストの設備で広範囲に計画していく。

■設置期間
照明の技術は日々進歩しています。そのため、長期間設置することを考えず

１０年を目安に設置しいき、新たな技術を取り入れられるようにします。
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性能設計の考え方（防犯・省エネルギー）

照度ではなく、性能で照明計画を行う
歩くこと、空間を認識できること、防犯への配慮など必要な性能に対して十分

な光環境を計画します。

平均照度を基準にした一般的な街路灯の配列では、ランニング・イニシャルコ

ストともに高い高容量の照明計画となり、省エネルギーの観点からみても適切

とは言えません。小さな光で必要な場所に必要なだけの明るさを置くという視

点での照明計画は、景観が豊かになるだけでなく、省エネルギー性も高くなり

ます。

「性能設計」による照明計画
日本の街路の多くは、JIS 基準や道路構造令、道路照明施設設置基準などで定め

られた照度基準に従う仕様設計など路面中心の照明計画が行われており、画一

的な照明計画がされている現状があります。

基準に従って計画された一般的な照明は街・歩道・車道を分断し、路面照度を

とるという考え方から道が目立ってしまっています。

そこで私達は確実に歩行・運転するための性能を考慮した「性能設計」という

考え方に基づき計画していきます。

・交差点で歩行者を認知する光

・車両が安全に走行するための光

・安全に歩行するための光

■歩行・走行性能の確立

■防犯性能の確立
・人の存在を感じる光

・空間認知の光 - ボイド認識

・空間認知の光 - 見通し

道の形状が認識できれば安全に歩行する

ことが可能です。

室内の光が外に溢れるような光環境

とすることで、まちなみや文化が感

じられ、にぎわいのある特徴的な空

間となる。

必要な場所に必要な光を設置し、最小限の光で最大限の効果を
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ともしび

高台避難誘導効果を促進する夜間の光環境整備の提言

性能設計により、歩行や防犯性能を満たして照明計画された事例の一部。街並

や地形が際立つようになり、

空間の特徴や人々の暮らしが息づき、いきいきとした景観ができあがっている。

岐阜県平瀬地区における照度比較シミュレーション
JIS 基準に従って計画と比較して、性能設計による街路照明計画ではエネルギー量は
約 1/5 となり、省エネと安全性が実現できた。

エネルギー量エネルギー量エネルギー量1/5

性能設計による光環境計画事例
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※

※

現状で考えられる電源による比較
商用電源

設置は電源を引っ張る必要があるので、手間がかかるが、一度設置すればほ

ぼメンテナンスがいらず、他の照明を追加するなどの多様性に長けている。

太陽光電源

電源を引っ張る必要がないので設置は手間はかからないが、多様性はない。

コストも商用電源と比べ、大幅に費用がかかる。

メンテナンス性

　太陽電池式では現状においては科学反応式の蓄電池が主流です。

　蓄電池は数年で交換が必要であり、より費用が発生します。

　商用電源ではこのようなメンテナンスが不必要で、光源を LED化すること

　で、より長寿命が実現できます。

設置

　太陽電池式のほうが設置は簡易にできますが、警報時等の対応では

　商用電源と同様の設備が必要となります。

コスト

　将来的なメンテナンスを考慮すると、商用電源の方が安くなります。

停電時の対応

　商用電源使用時には最低限の停電時の対応が簡単に可能です。

警報時の対応

　防災無線等に対応した場合、商用電源、有線タイプ、又は

　常に提供される電源の対応の方がより対応が簡単です。

多様線

　今後、防災無線、防犯カメラなど地区に必要な電気設備系を

　簡単に増設等が可能です。

照明設備
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ともしび

高台避難誘導効果を促進する夜間の光環境整備の提言

時間

明るさ

※警報・停電と対応した照明設備

停電時

予備バッテリーに切り替わり点灯し続ける

停電時などに最低限認識させる為に蓄電池を併設します。

蓄電池はキャパシタタイプを使用し、メンテナンスフリーにします。

非常時に点灯は点滅とし、小さな蓄電池でも数日点灯可能とすることから

多様性と低予算、小スペースが可能となります。※実用新案申請予定

左記のユニットは各家庭の庭園灯や玄関灯にも適

応していくことで、より強い効果を発揮します。

警報時

警報を受信し、点滅や色の違いで視覚により状況を伝える

点滅パターンの検証

防災無線の検証

非常時に照明を点灯させることで、視覚的サインになります。

またバッテリーを持続させる省エネにもなります。

人が一番認識しやす点滅パターンを実験・検証しています。

現在、防災無線など放送するスピーカーは少ない数で広い範

囲に聞こえるように設置させれています。

ですが、緊急時には聴覚による方向の認識も必要になります。

スピーカーの音の方向を制御し、高台方向から音をだすこと

で、より認識を高めます。

数パターンの点滅パターンを検証し

より効果があり、省電力のパターンを検証

音源の設置場所により

避難方向をより音により認識できる。

非常時（停電時）点滅点灯ユニット

非常時点灯 LED
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ともしび

高台避難誘導効果を促進する夜間の光環境整備の提言

参考資料
・2012 年 10 月 9 日・10 月 22 日

　岩手県釜石市東部地区

　避難路及び、高台入り口の認識調査結果

・2012 年 10 月 2 日

　静岡県東伊豆町　熱川温泉　

　提案・避難路及び、高台入り口の認識調査結果

その他



14

●調査内容

東部地区を対象に昼夜間それぞれにおいて、

主要な道からどの程度高台へ続く道や避難場

所入口が把握できるかという徒歩による調査

を行った。

被験者は学生８名。

下の図は昼と夜の調査結果である。

夜間の高台入口の認識が昼間と比較して、あきらか

に低くなっていることが判明した。

岩手県釜石市　　避難路及び、高台入り口の認識調査

昼

夜

認識要素が多く見通しのい

い場所である。

東部地区の大半から見える

高さに位置している。

建 物 は 目 立 っ て い る が、

入り口がわかりづらい。

認識要素が見えなくなり、

高台の認識が小さくなっている

坂

高台認識方向

高台認識要素

階段 石碑・鳥居など

特徴的な建物 特徴的な景観

認識しやすい要素

主要な高台入口

主要

津波到達ライン

認識範囲

認識強度

方向
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ともしび

高台避難誘導効果を促進する夜間の光環境整備の提言

正面

病院側 昼 夜

教会側

階段と、入って左側の石碑は見えにくいが、それ以外

の要素がよく見える。

すべての要素がよく見え、はっきりしている。

石碑は見えにくいが、階段が見え、景観的要素もはっ

きりしている。

●方向別実験結果
観音寺周辺の昼と夜において、正面、病院側、教会側の３方向からの調査の

結果を表している

街灯によって照らされている階段が少し見えるが、はっ

きりしていない。その他の要素はほぼ見えない。

一番見通しの良い正面だが、階段だけ見え、他の要素

は見えない。

景観的特長がはっきりしていた昼間と比べ、全く見え

なくなっている。
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昼 高台の認識率と方向

ホテル

セタスロイヤルセタスロイヤル

熱川シーサイド熱川シーサイド熱川シーサイド

ホテル

熱川館

一柳閣

夜 高台の認識率と方向

静岡県東伊豆町　避難路及び、高台入り口の認識調査

●調査内容

東伊豆町熱川温泉を対象に昼夜間それぞれにおいて、沿岸道からどの程度高台へ続く道や避難

場所入口が把握できるかという徒歩による調査を行った。被験者は学生 5名。
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ともしび

高台避難誘導効果を促進する夜間の光環境整備の提言

湯けむり商店街

温泉櫓

ネオン看板

一柳閣前坂道

静岡県東伊豆町　提案

熱川の活性化を目指し、高台避難誘導の整備だけでなく、景観の整備も同時に提案している。

熱川のシンボリックの景観として、温泉やぐらがあげられる。これをライトアップすることは

景観を良くすると同時に高台避難の特徴的な要素として認識される。



照明性能評価  　高台避難誘導 　まちづくり　
省エネ　生活中心地　

建築学会　2012「東日本大震災からの教訓、これからの新しい国つくり」シンポジウム　

Proposal for the environmental lighting service in Kamaishi City
-Shifting  lighting design  specifications to performance based design - KAKUDATE Masahide, AKITA Noriko, ENDOU Arata,

NAKAJIMA Naoto, KOBAYASHI Shigeo and MAE Hiroshi    

        正会員　   角舘政英 *

        同　　　  秋田典子 **

        同   　　  遠藤新 ***

        同   　  中島直人 ****

        同　　  小林茂雄 *****

        会員外  　前博之 ******

1. はじめに
　2011 年 3 月 11 日、東日本大震災により岩手県釜石
市も津波によって人的な被害だけではなく、沿岸部の
産業壊滅、居住地の壊滅、さらには東部地区（中心市
街地）商店街の壊滅など甚大な被害を受けた地域の一
つである。
　震災復興のためには、物理的な環境整備とコミュニ
ティの確立など、ソフトの整備を同時に行なっていく
必要があり、釜石市では「スクラムかまいし復興プラン」
※ 1 を策定していくプロセスの中で光環境整備を一つの
手法として提案している。街に光があることで、人の
活動が顕在化し、人を誘い込み、地域に共存している
ということを無意識的に高めることができ、地域の防
犯性や安全性を得ることができる。また、インフラ復
旧復興などによる整備にはお金も時間もかかるが、光
を用いた整備は、安価で早急に行うことができるとい
う利点がある。
　このような背景から、私達は震災直後から被災地入
りし、光を用いた様々な活動を行なってきた。光環境
整備をきっかけとして、人々の意識がまちへと向き、
様々な活動や復興プランが連動して動いていくことを
目指している。

2. 今までの街路灯整備方針
　現在の都市計画においての都市照明、街路灯、道路
照明などの整備は JIS 基準などの照度基準に従って計
画されている。そんな中、国土交通相（当時建設省）
を中心に平成10年に策定した「新道路技術五箇年計画」
を見ると、作る技術である仕様設計から使う技術であ
る性能設計への移行が伺える。現在、道路法に基づく
道路に道路照明を設置する場合、適切な視環境を確保
し維持管理するために「道路照明設置基準」が整備さ
れている。「規制改革推進３カ年計画（平成 15 年 3 月
閣議決定）」では技術革新に対して柔軟に対応できるよ
う、このような仕様規定化されている基準に対して、
原則として全て「機能規定化」する旨の方針が決定さ
れている。道路照明設置基準においても新技術や新手
法への柔軟な対応を可能としコスト削減や品質の向上

を図る上で性能規定化の導入が望まれる。それ故に今
後は様々な分野で、社会のニーズを反映し、地域や場
所の特性を踏まえた計画上で照明性能設計への移行が
望まれる。中でも、道路における街路照明計画も従来
の安全・防犯に対する配慮ばかりではなく、街の景観
も考慮した計画が望まれている。
　今までの照度基準は路面上の照度が中心的に計画さ
れてきたが、ここでは「照明性能設計」を目指していく。
自動車交通のための道路では危険予測を認識する照明
環境を※ 2、歩行者のための道ではそこの地域で求めら
れている性能を分析して計画していく※ 3。　特に津波
被害に対する高台避難誘導は重要なこの地域での性能
と言える。この概念は極めて省エネの計画ともなり※ 4、
釜石らしい環境を提示することにも繋がる。また、地
域住民の意識がまちへと向くきっかけともなる。さら
に、被災後、迅速に復旧された電柱等の公共性構築物
をうまく活用していくことも必要であると思われる。
　まず、インスタレーションとして、根浜海岸沿いに
位置する宝来館で、「かまいし夢あかり」と題して皆が
集まり座って空を見上げることのできる場所を作り、
暖かい人気を作る光を設置した（図 1）。宝来館へ向
かうための根浜海岸沿いの道は、鵜住居と根浜の２つ
の離れた地域を結ぶ道である。そのほぼ中央に位置す
る「宝来館」を中心としてあかりを灯すことで、２つ
の地域の人々を繋げる。真っ暗な現状に対して、人気

（ひとけ）を生み出すあかりを作ることで、地域の人々
に安心感をもたらし再び人々が集まれるような場所と
なった。箱崎半島に住む住民、漁業関係の人は宝来館
の前を通るが、夜間のこのあかりに対して高評価が多
かった（表 1）。

釜石における光環境整備への提案
- 照明仕様設計から照明性能設計への移行 -

・暗い夜道にあかりがあ
り安心した
・宝来館に人が居ること
で安心する
・箱崎半島に入る所にあ
かりがあると目印にな
る
・津波被災地の中にある
宝来館は存在していて
ほしい

（NPO 法人ねおす：伊藤
聡氏より）

人気を感じる光、暗闇を無くす光
裏山に通じる階段を照らす光を
実験的に作った。

図 1　かまいし夢あかり

表 1 住民の意見



3. かまいし光環境整備方針
　釜石にとって、住民の意識を向上させ、尚かつ日本
の今後のまちづくりにおける光環境整備に向けての基
本方針を提示した。
■地域の性能に合わせた光環境
　地区の防犯に対する意識に対応した照明照度基準か
らその地域の性能に合わせた計画を行う。特に防犯に
対する意識はその地区によっても変容する。釜石の各
地区の特性を読み取り計画を進めていく。
■避難誘導に特化した光環境
　津波被害に対応した夜間の安全性、誘導性の確保、
釜石の各地区の地形的特徴から、津波避難を考慮した
環境整備を進める。今後総合的なサイン計画も含めて
考慮する必要がある。
■可変可能型防犯灯・街路灯
　今までの街路灯整備は数十年の間、普遍的なものと
なっている。まちは常に動き続ける空間でもあり、新
たな制度として長年にわたり変化するまちに対応する
光環境が必要となっている。
■かまいしらしさを増幅させる光環境
　釜石の自然環境、人の暮らしを可視化させる為の照
明、地域らしさを可視化する為に今まで様々な計画が
行われていた。釜石では自然環境、特に地域の特徴を
増幅させるために釜石の人を感じさせる事から釜石ら
しさを表現する事が可能であると考えている。

　

　現在、復興、復旧計画が進められている中で、津波
被への対応が急がれており、高台避難への誘導は第一
に考慮する必要があると思われる。特に夜間の高台避
難の確保は地域住民にとって最も安心できる要素とな
る。そこで、釜石市内において数カ所を設定して、照
明社会実験を行うことを目指す。同時に地域のその他
の安全性、安心感、夜間の景観を提案検証する。
　釜石にしか存在しない釜石の財産となる夜間景観を
形成する為に、優先的に検証する項目として５つのキー
ワードを策定した（図 2)。これを実現することで釜石
にしか存在しない釜石の財産となる夜間景観を形成す
る。

4. 照明社会実験
　照明社会実験の実施に向けて、釜石の地域特性を生
かしながら、　図 2 のキーワードに沿った照明実験を実
施した。対象地区は、1. 観音寺周辺 2. 根浜海岸横道
路 3. 松原地区の三か所である（図 3）。今回は、次回
以降住民に評価して頂く基礎的データを得るために、
実験に参加した学生による評価を行った (20 代男性 2
名女性 3 名）。実験の結果、全地区において照明設置後
のほうが高評価となった。また、LED 電球や 20W 程度
の光源を使用して実施したため、結果的に省エネな計
画であるといえる。
4-1．観音寺周辺
(1) 観音寺周辺実施概要
 

高台入り口 部 分 を認 識 する 為 の 光

津 波 の 到 達 ライン

避 難 路 を 誘 導 する 為 の 光

まちの 空 間 の 境 界 を 認 知 する 為 の 光

1：高台避難の誘導

夜間の高台避難の誘導は地域の安心を得るためには最低
限必要である。その場所の景観性を考慮し、地域の財産
を損なわないように計画を進める必要がある。

2：交通安全の確保

車両を正確に運転すると
いう性能を満足するため
には、まず第一に道路の
形状を理解するための縁
石・路側帯を正確に認知
できることが重要であ
る。中央線は、路面と素
材・色が全く異なるため
ヘッドライトで認識する
ことができる。また、歩
行部を優先的に照らすこ
とで、歩行者の行動をい
ち早く察知できるような
光環境を提案する。

3：防犯性の確保

図 2　光環境整備に向けての 5 つのキーワード

ボイド照明

人を感じる（人気）照明
防犯性を最大限確保するためには、周りに人が存在するこ
とが必要である。また、その人が自分を助けてくれそうか
も重要な要素となる。釜石では人を感じる、人気のあかり
を設置し、地域での安心感を確保することを目指す。その
一つの手法として、街路の凹部を照らすボイド照明がある。

4: 釜石にあった夜間景観の可視化

釜石には地域的財産が残っている。特に高台避難に関して
は神社、お寺などへの参道が坂道や階段となっていて、そ
の入り口部にはモニュメント（石碑、鳥居など）があり、
これらが総合的に釜石の景観の特徴の一つと言える。また、
地形を感じる景観はそのにしかない景観を生んでいる。こ
れらの特徴を損なわないように、また釜石の照明性能を満
足するような光環境整備が求められる。

5: 省エネルギーの促進
照明性能設計を実現することで、極めて省エネルギーを実
現できる。均一に床面を照明する手法は、釜石では非効率
な事となる。

通常の
街路照明

路面ばかりを明
るくしている

街路の凹部
を照らす



　津波避難路の入口は照明的にも日頃から認識されや
すくする必要がある。そこで、観音寺への避難誘導を
可視化し、合わせて観音寺周辺の光環境整備を行った。
観音寺への避難誘導を可視化するために、歩道から階
段へと連続するあかり設置と、鳥居のライトアップ、
周辺建物の暗闇を無くす、ボイド照明を行った（図 4）。
(2) 評価内容
　観音寺へ続く階段、鳥居、周辺の教会にあかりを設
置し、全 4 パターンの点灯タイプによる評価を行った

（図 5）。評価項目は、高台の認知度、入り口の認知度、
安心感、光の好み、釜石と合っているか、日常的に行
きたくなるか、の 6 項目である。
(3) 評価結果
　石碑をライトアップしただけでは避難路としての認
識度はあまり向上しなかったが、全点灯した場合では、
高台、入り口の認識度、景観的な評価がそれぞれ高く
なった（図 6）。

4-2. 根浜海岸横道路
(1) 根浜海岸横道路実施概要
　根浜海岸沿いのこの道は、鵜住居と根浜の二つの離
れた地域を結ぶ重要な道である。夜間、車で安全に通
行できるだけではなく、釜石の自然環境を生かした照
明を提案し、釜石らしい風景を生み出す。道路を照ら
す　のではなく、周辺の松林にほのかなあかりを設置
し、空間として道を認識できるようにする ( 図 7）。使
用光源はLED電球とIL5Wで、省エネな計画ともいえる。
(2) 評価内容
　根浜海岸では、消灯・点灯時の 2 パターンで評価を
行った（図 8）。評価項目は周りがよく見えるか、障害
物は認識できるか、道を認識できるか、安心感、光の
好み、根浜海岸に合っているか、の 6 項目である。
(3) 評価結果
　現状では全くあかりが無く暗闇であるため、全項目
に低評価がついた。しかし、図 7 のようなあかりを点
灯しただけで、全項目について高評価となった。特に、
空間把握や景観的な評価が大きく上がった（図 9）。

③階段②石碑①現状

④全点灯

図 3　照明実験実施地区

・階段へのあかりの設置

・石碑のライトアップ

図 4　観音寺周辺実施概要

図 5　観音寺周辺点灯パターン

図 9　根浜海岸横道路評価結果

図 7　根浜海岸横道路実施概要

明るさ・使用電力の比較

■現状
 防犯灯FL20W(1200lm)×3＝3600lm→LED60W相当
■提案 
 あかり10W(720lm)×12＝720lm →LED10W相当

 約１/6 の明るさで、十分であるという評価結果に

①現状

松林 道路 民地

②松林にあかりを設置
図 8　根浜海岸横道路点灯パターン

路面を照らすのではなく、周辺の松林にあかりを設置することで
空間として道を認識できるようにする

評価項目
・高い場所だと分かるか
・入り口だと認識できるか
・安心感を感じるか
・この光環境は好きか
・釜石に合っているか
・日常的に行きたくなるか

・周りはよく見えるか
・障害物があることが分
かるか
・道を認識できるか
・安心感を感じるか
・この光環境は好きか
・根浜海岸に合っているか

評価項目

図 6　観音寺周辺評価結果

松林

石碑

階段

- 実施日 - 2011 年 10 月
25 〜 26 日 - 実施協力 -2011 年 10 月- 実施協力 -2011 年 10 月 東京都市大学

 小林研究室

手塚研究室

西村研究室
住吉研究室

①観音寺周辺 ②根浜海岸横道路 ③松原地区

周りはよく
見えるか
道を認識
できるか

この光環境
は好きか

点灯現状
① ②

1

2

3

4

5

0 ※各項目につ
いて五段階評価

※各項目につい
て五段階評価石碑 階段現状

高台だと
認識できるか

入り口だと
認識できるか

この光環境は
好きか

① ② ③ ④

1

2

3

4

5

0

全点灯



*          Masahide Kakudate Lighting Architet & Associates,Inc., Dr.Eng.
**        Chiba University, Graduate School of Horticulture, Dr.Eng. / Assoc. Prof
***      Kogakuin University, School of Architecture, Dr.Eng. /Assoc. Prof
****    Keio University, SFC  Dr.Eng. / Lecturer
*****  Dept. of Architecture,Tokyo City University,Dr.Eng. / Professor
******Dept. of Architecture,Tokyo City University / Graduate Student

*　    ぼんぼり光環境計画（株）代表・博士（工学）
**　   千葉大学大学院園芸学研究科　准教授・博士（工学）
***　  工学院大学建築学部　准教授・博士（工学）
****　 慶應義塾大学環境情報学部　専任講師・博士（工学）
*****  東京都市大学工学部建築学科　教授・博士（工学）
****** 東京都市大学大学院工学研究科建築学専攻　修士課程

4-3. 松原地区
(1) 松原地区実施概要
 松原地区では瓦礫の撤去が進んでおり、地区全体が傾
斜していて、津波被害の境界が比較的はっきりしてい
る。この地区には 3 本の道路が上に続いていて、どの
道を通っても、松原神社の参道が見える。
　松原神社への避難誘導、松原地区の人気を感じるあ
かりの提案を行った。松原神社へ続く階段へのあかり
設置と、鳥居のライトアップ、建物周辺の暗闇を無くす、
ボイド照明を行った（図 10）。

(2) 評価内容
 住宅の周辺、神社の入り口、鳥居にそれぞれあかり
を設置し、全 7 パターンの点灯タイプによる評価を行っ
た ( 図 11）。評価項目は高台の認知度、入り口の認知度、
安心感、　光の好み、釜石に合っているか、日常的に行
きたくなるか、人気（ひとけ）を感じるか、の 7 項目。
(3) 評価結果
　鳥居をライトアップしただけでは、避難路としての
認識度はあまり向上しなかったが、鳥居のライトアッ
プに加えて階段のあかりを点灯した場合では、高台、
入り口としての認識度が高くなった。また、全点灯し
た状態では全項目について評価が著しく高くなった（図
12）。

5. まとめ
　今回の照明社会実験の結果を基に、住民参加や、行
政の支援といったプロセスを踏みながら、より具体的
な照明計画を行っていく。照明性能設計に基づいた計
画では必然的に住民参加、民地の利用も必要となり、　
それをきっかけとして住民のまちへの意識が高まる事
が実証されている※ 5。
　これから生活中心地※ 6 としての再構築を今後進めて
行く事が必要であり、空き地利用やその他の整備を連
動して段階的に行っていく。
　暗闇を無くし、人気を作り、高台への避難誘導を確
保し、釜石に必要とされる光環境の整備を促進させる
ことによって釜石独自の要素を可視化させる事ができ
る。
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図 12　松原地区評価結果
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